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（写真）大統領府 “１０月２日 ロシア製 Covid-１９ワクチン ベネズエラで臨床試験を開始” 

 

 

２０２０年１０月２日（金曜） 

 

政 治                     

「ロシア製 Covid-１９ワクチンがベネズエラ到着 

～カラカスで臨床試験開始～」 

「西政府 マドゥロ政権任命大使を認識？」 

経 済                     

「９月の原油輸出は日量６９万バレル 

～米国政府の取引停止圧力を受けて輸出増～」 

「ホセ・ゲラ議員 問題は制裁ではなく政権」 

「飛行機 運航再開の期待高まる」 

社 会                     

「El Cordones de San Francisco ベネズエラ来襲」 

2020 年 10 月 3～4 日（土・日） 

 

政 治                    

「グアイド議長 自由選挙指令室を発足 

選挙不参加、抗議行動拡大、人道問題を主張」 

「ロドリゲス前情報通信相 

野党は米国に支払い受けて選挙ボイコット」 

「国会議員選に向けて国民対話を開始」 

経 済                    

「カルドン製油所で原油漏れ」 

「イラン産ガソリン ３隻目もベネズエラ着 

～ベネ経団連 ガソリン不足緩和を歓迎～」 

「９月 キューバに向けてタンカー７隻を出港」 
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２０２０年１０月２日（金曜）             

政 治                       

「ロシア製 Covid-１９ワクチンがベネズエラ到着     

        ～カラカスで臨床試験開始～」       

 

１０月２日 デルシー・ロドリゲス副大統領は、ロシア

から Covid-１９のワクチン「Sputnik V」が到着したと

発表した。 

 

「Sputnik V」は第３フェーズにある臨床試験薬。 

第３フェーズとは、商業生産のための最後の段階として、

多数の被験者に対して臨床試験を行う段階。 

 

カルロス・アルバラード保健相によると、今回到着した

ワクチンの使用を希望する患者２，０００人に投与する

と発表。 

 

カラカスから始まり、順次臨床試験を行う対象地域を拡

大するとしている。 

 

他、マドゥロ大統領は現在中国から同じく第３フェーズ

にあるワクチンを取り寄せており、今月には到着する見

通しだと補足した。 

 

今回の発表について「ベネズエラ医師学会」は、今回の

臨床試験薬のベネズエラでの使用についてマドゥロ政

権から事前に医師学会に相談をされていなかったと発

表。 

 

医療分野の重要性に鑑みて、安易に臨床試験に合意する

軽率な対応をしてはいけないとマドゥロ政権を非難し

た。 

 

なお、マドゥロ政権の発表によると１０月４日時点でベ

ネズエラのCovid-１９感染確認者数は７８，４３４名。

そのうち８８％（６８，９１７名）は回復している。 

「西政府 マドゥロ政権任命大使を認識？」         

 

スペイン系メディア「OK Diario」は、サンチェス政権

がマドゥロ政権の任命した大使をベネズエラ代表大使

と認識したと報じた。 

 

マドゥロ政権の外交関係者によると、９月３０日にマド

ゥロ政権は在スペイン・ベネズエラ代表大使に、マウリ

シオ・ロドリゲス・ジェルフステイン氏を任命した。 

 

現在は信任状の発行に向けてスペイン外務省と交渉を

している段階と言う。 

 

この内容についてスペイン外務省に確認したところ、マ

ドゥロ政権から大使の申し入れがあった事実は認めた

ものの、現時点で信任状は発行しておらず、スペイン政

府内部で受け入れについて検討中と説明したという。 

 

経 済                        

「９月の原油輸出は日量６９万バレル         

 ～米国政府の取引停止圧力を受けて輸出増～」           

 

ロイター通信は、PDVSA による９月のガソリン輸出が

日量６９万バレルとなり、米国が他国に取引停止を求め

るようになった２０年４月から最も高い数字になった

と報じた。 

 

ただし、原油輸出増の理由は PDVSA にとって歓迎でき

るものではないようだ。 

 

輸出増加の理由は、米国が PDVSA との取引を続ける外

国企業に１０月、１１月を目途に取引を停止するよう要

請しているからであり、今後 PDVSA と取引が出来なく

なることを受けた最後の駆け込み需要のようだ。 
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「ホセ・ゲラ議員 問題は制裁ではなく政権」                  

 

マドゥロ大統領は、制憲議会に経済妨害対策法案を提出。 

制裁からベネズエラ国民を救うため、早急に同法案を可

決するよう求めている（「ベネズエラ・トゥデイ No.504」

参照）。 

 

本件について、「第一正義党（PJ）」のホセ・ゲラ議員（チ

ャベス政権以前に中央銀行役員を経験）は、マドゥロ政

権による「全ての問題の責任は制裁にある」との主張を

否定した。 

 

ホセ・ゲラ議員は、制裁が始まったのは２０１７年から

だが、制裁が始まる以前の２０１４年からベネズエラの

経済低迷は始まっており、１６年からハイパーインフレ

に突入していたと説明。 

 

制裁の有無に関わらずベネズエラ経済は崩壊していた

と主張した。 

 

また、産油量は２０１２年から減少傾向が始まっていた

と説明。制裁の有無に関わらず減産は避けられなかった

としている。 

 

この主張には大きな問題がある。ホセ・ゲラ議員もそれ

を認識しながら見ないふりをしている。２０１４年から

原油価格が急落したという事実だ。 

 

１４年１月時点でベネズエラの原油価格は１バレル９

５．０７ドルだったが、１４年１２月には１バレル５４．

０３ドルと約１／２に減少している。 

 

１５年も原油価格は下落を続け１５年１２月には１バ

レル３０．３３ドルとなった。 

 

 

 

１６年２月が原油価格の底で１バレル２０ドルを下回

ったが、その後は徐々に原油価格が回復し１６年１２月

には４４．９ドルまで戻り、１７年～１９年にかけては

基本的に１バレル５０～６０ドル代で推移した。 

 

外貨収入の９割以上を原油輸出に依存するベネズエラ

は１４年～１６年にかけて急激に外貨収入が減り、経済

が大きく冷え込んだ。 

 

更に１４年～１７年にかけて過去に受けた対外債務の

償還ラッシュが重なり、債務返済のために大量の外貨が

漏出した時期でもあった。 

 

チャベス政権下で他産業を育成する政策を執らなかっ

た、あるいは原油価格の上昇に胡坐をかいて対外債務を

増やしていった政府の方針に問題があったという指摘

であれば正しい。 

 

しかし、１４年～１６年にかけてマイナス成長が続いて

いたことを理由に、１７年以降のマイナス成長が制裁の

せいではないと主張するのは正しい分析ではない。 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/e70a5ee779a53b85e3921c2ffa445688.pdf
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「飛行機 運航再開の期待高まる」              

 

国内外線の運航が再開するとの期待が再び高まってい

る。 

 

現地メディアの報道によると、「国家民間航空局（INAC）」

は、航空会社各社に対して、１０月５日までに運航再開

後の Covid-１９対応計画や運航スケジュールなどの情

報を提出するよう求めた。 

 

また、INAC は Covid-１９対応策として座席の空席率を

５０％以上にするよう指示するなど運航再開に向けた

指導を各社に行っているという。 

 

「民間航空団体（Ceveta）」のホルヘ・アルバレス代表

は、INAC に対して運航再開の提案書を提出したと説明。 

 

提案は１１月から不定期の飛行機の運航を再開し、１２

月１６日から定期運航を再開するというもののようだ。 

 

社 会                        

「El Cordonaso de San Francisco ベネズエラ来襲」           

 

近日中に「エル・コルドネス・デ・サンフランシスコ」

（英名：ラッシュオブセントフランシス）というメキシ

コの西海岸に沿った南向きのハリケーンがベネズエラ

を襲うと報じられている。 

 

強い風、雷を伴う自然災害で治水設備が十分ではないベ

ネズエラで深刻な被害が出る可能性が懸念されている。 

 

９月には大雨の影響でアラグア州の El Limon 川が２度

にわたり氾濫。 

 

周辺地域に甚大な被害が出ていた（「ベネズエラ・トゥ

デイ No.496」「No.498」参照）。 

 

２０２０年１０月３～４日（土曜・日曜）              

政 治                       

「グアイド政権 自由選挙指令室を発足        

  選挙不参加、抗議行動拡大、人道問題を主張」        

 

１０月３日 グアイド政権は、自由選挙の実施のための

指令室を発足すると発表した。 

 

グアイド議長の説明によると、同司令室の役割は３つ。 

 

１つ目は、全ての国民に対して１２月の国会議員選に参

加することは詐欺選挙に加担することを意味するとい

う事実を認識させること。 

 

既に多くの国民がこの事実を認識しているが、全ての

人々が理解できているわけではないと補足した。 

 

２つ目は、抗議行動をサポートすること。 

 

３つ目は、国連が公表したマドゥロ政権の人権侵害実態

を記した報告書を広く認知させること。 

 

また、グアイド議長は改めて１０月５日の抗議行動およ

びグアイド政権が実施する国民投票に参加するよう国

民に呼びかけた。 

 

１０月４日 グアイド政権は１０月５日に行われる抗

議行動の会場を発表。 

 

場所は旧市街地ラ・カンデラリアにある「Plaza Morelos」。

抗議行動のテーマは教育。 

午前９時から開始するようだ。 

 

通常９時頃から次第に人が集まり始め１２時頃に動き

出す。治安部隊との衝突の可能性もあるため、外出は控

える方が良いだろう。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b913951c99369c77f5c75198b69f3ffd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/b913951c99369c77f5c75198b69f3ffd.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/9cbf66a1d57ab588ed6ae936a4ae448e.pdf
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なお、今回の抗議行動は２０年３月にベネズエラで

Covid-１９感染が確認されて以来、初めてグアイド政権

が正式に呼びかける抗議行動となる。 

 

グアイド政権の呼びかけにどれほどの国民が呼応する

かは注目に値するだろう。 

 

 

（写真）グアイド議長ツイッター 

 

「ロドリゲス前情報通信相               

  野党は米国に支払い受けて選挙ボイコット」           

 

１０月３日 ホルヘ・ロドリゲス前情報通信相（国会議

員選の出馬のため一時的に情報通信相を辞めている）は、

米国の「外国資産管理局（OFAC）」が複数の野党議員に

対して５．１万ドルを支払ったと主張。 

 

OFAC が野党議員らに資金を支払った理由は、１２月の

国会議員選に参加しないよう釘を指すことが目的だっ

たと説明した。 

 

また、近日中に OFAC から５．１万ドルを受け取った

議員のリストを公開すると説明した。 

 

 

 

選挙に参加させないため OFAC が野党議員に５．１万

ドルを支払ったというのは正確な表現ではないと思わ

れる。 

 

ただし、OFAC が野党議員に５．１万ドルの振り込みを

許可したことと、資金が米国政府に管理されているため、

野党が米国政府の方針に従わざるを得ないという点は

事実かもしれない。 

 

グアイド政権が行っている国営病院の医療従事者に対

して月１００ドルを給付する「医療の英雄（Heroes de 

Saludo）」についても、資金を動かすためには OFAC の

許可を得る必要があった。 

 

この点について、ベネズエラ人経済学者のフランシス

コ・ロドリゲス氏は、米国政府はグアイド政権の資金を

管理することでベネズエラ政府の自国主権を侵害して

いると主張している。 

 

「国会議員選に向けて国民対話を開始」         

 

ホルヘ・ロドリゲス前情報通信相は、１０月５日～２０

日にかけて、全国で国民との対話を開始すると発表。 

 

国民と直接対話をし、選挙への参加を求め、汚職を防止

する手段について検討し、現在の国会がどのようにベネ

ズエラ経済を破壊したかを説明し、経済妨害の被害につ

いて訴えると説明した。 

 

言い方は違うが、つまりは１２月の国会議員選の選挙キ

ャンペーンを開始するということだろう。 

 

しかし、「選挙管理委員会（CNE）」の発表では、選挙キ

ャンペーン期間は１１月２１日～１２月５日だ。この点

でも選挙規則違反ということになる。 
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経 済                       

「カルドン製油所で原油漏れ」             

 

パラグアナ半島にあるカルドン製油所で原油漏れが起

きたと報じられている。 

 

国会環境委員会の代表を務めるマリア・ガブリエラ・エ

ルナンデス議員は、カルドン製油所から原油が漏れてい

ることが分かる衛星からの写真を投稿。 

写真を見る限り、製油所の場所から海上に原油のような

黒い液体が流れていることが確認できる。 

 

現在のところ、PDVSA・石油省からは今回の原油漏れ

について特段の発表はない。 

 

 

 

（写真）エルナンデス議員ツイッター 

 

 

「イラン産ガソリン ３隻目もベネズエラ着      

 ～ベネズエラ経団連 ガソリン不足緩和を歓迎～        

 

船舶の所在を特定する「Marine Traffic」によると、イ

ラン産ガソリンを乗せた「Faxon」は１０月３日時点で

ベネズエラのスクレ州沖合を運航している。 

 

マドゥロ政権からタンカー到着の発表はされていない

が、既にベネズエラの港に到着していると報じられた。 

９月２９日に「Forest」、１０月１日に「Fortune」が到

着しており、これで３隻目となる。 

 

これら３隻のタンカーは合計８２．５万バレルのガソリ

ンを積んでいるとされ、現在のガソリン消費量であれば

１カ月は何とか維持できるくらいだろう。 

 

 

（写真）アルマンド・デロン氏ツイッター 
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マドゥロ政権は、１０月５日からナンバープレートの末

尾に応じたガソリン販売を再開するとしている（「ベネ

ズエラ・トゥデイ No.505」参照）。 

 

ベネズエラ経団連のフェルナンド・セペダ第２副代表は、

ガソリン燃料の到着について、歓迎するとの見解を示し、

ナンバープレートの末尾に応じたガソリン供給につい

て「不十分ではあるものの、ベネズエラに一定の秩序を

もたらすだろう」との見解を示した。 

 

「９月 キューバに向けてタンカー７隻を出港」         

 

ベネズエラ国内が深刻なガソリン不足にある一方でマ

ドゥロ政権はキューバに原油や石油製品を供給してい

る。 

 

石油分野の専門家アルマンド・デロン氏は、自身のツイ

ッターで「９月中にマドゥロ政権はキューバに向けて７

回タンカーを送った」と投稿。 

 

デロン氏によると、キューバに向けて送ったタンカーは 

 

「Alicia」（２回） 

「Petion」（２回） 

「Sandino」 

「Terepaima」 

「Teseo」 

だという。 

 

また、１０月４日には「Icaro」と「Sandino」がキュー

バに向けて出発しており、キューバへの原油供給は続い

ているとした。 

 

 

 

 

 

 

（写真）アルマンド・デロン氏ツイッター 

 

以上 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/05da506f39bf9ca875d57e9523a85104.pdf
https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/05da506f39bf9ca875d57e9523a85104.pdf

